
令和４年8月１日改定 臨時改定対象単価一覧表 公表用

頁 地区名 名称 規格１ 規格２ 単位

17 全県 セメント（普通ポルトランド） バラ ｔ
17 全県 セメント（早強ポルトランド） バラ ｔ
17 全県 セメント（高炉Ｂ） バラ ｔ
17 全県 セメント（普通ポルトランド） ２５ｋｇ袋入 ｔ
17 全県 セメント（早強ポルトランド） ２５ｋｇ袋入 ｔ
17 全県 セメント（高炉Ｂ） ２５ｋｇ袋入 ｔ
23 山形 生コンクリート １８－８－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
23 寒河江 生コンクリート １８－８－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
23 村山 生コンクリート １８－８－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
23 新庄 生コンクリート １８－８－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
23 米沢 生コンクリート １８－８－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
23 長井 生コンクリート １８－８－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
23 小国 生コンクリート １８－８－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
23 庄内 生コンクリート １８－８－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
23 温海 生コンクリート １８－８－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
23 山形 生コンクリート １８－８－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 寒河江 生コンクリート １８－８－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 村山 生コンクリート １８－８－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 新庄 生コンクリート １８－８－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 米沢 生コンクリート １８－８－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 長井 生コンクリート １８－８－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 小国 生コンクリート １８－８－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 庄内 生コンクリート １８－８－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 温海 生コンクリート １８－８－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 庄内 生コンクリート １８－８－４０　W/C≦55　普通 ｍ３
23 温海 生コンクリート １８－８－４０　W/C≦55　普通 ｍ３
23 庄内 生コンクリート １８－８－４０　W/C≦55　高炉 ｍ３
23 温海 生コンクリート １８－８－４０　W/C≦55　高炉 ｍ３
23 山形 生コンクリート １８－１５－４０　Ｃ≧270　W/C≦60　普通 ｍ３
23 寒河江 生コンクリート １８－１５－４０　Ｃ≧270　W/C≦60　普通 ｍ３
23 村山 生コンクリート １８－１５－４０　Ｃ≧270　W/C≦60　普通 ｍ３
23 新庄 生コンクリート １８－１５－４０　Ｃ≧270　W/C≦60　普通 ｍ３
23 米沢 生コンクリート １８－１５－４０　Ｃ≧270　W/C≦60　普通 ｍ３
23 長井 生コンクリート １８－１５－４０　Ｃ≧270　W/C≦60　普通 ｍ３
23 小国 生コンクリート １８－１５－４０　Ｃ≧270　W/C≦60　普通 ｍ３
23 庄内 生コンクリート １８－１５－４０　Ｃ≧270　W/C≦60　普通 ｍ３
23 温海 生コンクリート １８－１５－４０　Ｃ≧270　W/C≦60　普通 ｍ３
23 山形 生コンクリート １８－１５－４０　Ｃ≧270　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 寒河江 生コンクリート １８－１５－４０　Ｃ≧270　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 村山 生コンクリート １８－１５－４０　Ｃ≧270　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 新庄 生コンクリート １８－１５－４０　Ｃ≧270　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 米沢 生コンクリート １８－１５－４０　Ｃ≧270　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 長井 生コンクリート １８－１５－４０　Ｃ≧270　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 小国 生コンクリート １８－１５－４０　Ｃ≧270　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 庄内 生コンクリート １８－１５－４０　Ｃ≧270　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 温海 生コンクリート １８－１５－４０　Ｃ≧270　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 山形 生コンクリート １８－５－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
23 寒河江 生コンクリート １８－５－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
23 村山 生コンクリート １８－５－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
23 新庄 生コンクリート １８－５－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
23 米沢 生コンクリート １８－５－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
23 長井 生コンクリート １８－５－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
23 小国 生コンクリート １８－５－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
23 庄内 生コンクリート １８－５－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
23 温海 生コンクリート １８－５－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
23 山形 生コンクリート １８－５－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 寒河江 生コンクリート １８－５－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 村山 生コンクリート １８－５－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 新庄 生コンクリート １８－５－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 米沢 生コンクリート １８－５－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 長井 生コンクリート １８－５－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 小国 生コンクリート １８－５－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 庄内 生コンクリート １８－５－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 温海 生コンクリート １８－５－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 山形 生コンクリート ２１－５－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
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23 寒河江 生コンクリート ２１－５－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
23 村山 生コンクリート ２１－５－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
23 新庄 生コンクリート ２１－５－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
23 米沢 生コンクリート ２１－５－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
23 長井 生コンクリート ２１－５－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
23 小国 生コンクリート ２１－５－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
23 庄内 生コンクリート ２１－５－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
23 温海 生コンクリート ２１－５－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
23 山形 生コンクリート ２１－５－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 寒河江 生コンクリート ２１－５－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 村山 生コンクリート ２１－５－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 新庄 生コンクリート ２１－５－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 米沢 生コンクリート ２１－５－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 長井 生コンクリート ２１－５－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 小国 生コンクリート ２１－５－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 庄内 生コンクリート ２１－５－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 温海 生コンクリート ２１－５－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 山形 生コンクリート １６－３－２５　Ｃ≧265　W/C≦60　普通 ｍ３
23 寒河江 生コンクリート １６－３－２５　Ｃ≧265　W/C≦60　普通 ｍ３
23 村山 生コンクリート １６－３－２５　Ｃ≧265　W/C≦60　普通 ｍ３
23 新庄 生コンクリート １６－３－２５　Ｃ≧265　W/C≦60　普通 ｍ３
23 米沢 生コンクリート １６－３－２５　Ｃ≧265　W/C≦60　普通 ｍ３
23 長井 生コンクリート １６－３－２５　Ｃ≧265　W/C≦60　普通 ｍ３
23 小国 生コンクリート １６－３－２５　Ｃ≧265　W/C≦60　普通 ｍ３
23 庄内 生コンクリート １６－３－２５　Ｃ≧265　W/C≦60　普通 ｍ３
23 温海 生コンクリート １６－３－２５　Ｃ≧265　W/C≦60　普通 ｍ３
23 山形 生コンクリート １６－３－２５　Ｃ≧265　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 寒河江 生コンクリート １６－３－２５　Ｃ≧265　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 村山 生コンクリート １６－３－２５　Ｃ≧265　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 新庄 生コンクリート １６－３－２５　Ｃ≧265　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 米沢 生コンクリート １６－３－２５　Ｃ≧265　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 長井 生コンクリート １６－３－２５　Ｃ≧265　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 小国 生コンクリート １６－３－２５　Ｃ≧265　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 庄内 生コンクリート １６－３－２５　Ｃ≧265　W/C≦60　高炉 ｍ３
23 温海 生コンクリート １６－３－２５　Ｃ≧265　W/C≦60　高炉 ｍ３
24 山形 生コンクリート ２１－８－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
24 寒河江 生コンクリート ２１－８－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
24 村山 生コンクリート ２１－８－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
24 新庄 生コンクリート ２１－８－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
24 米沢 生コンクリート ２１－８－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
24 長井 生コンクリート ２１－８－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
24 小国 生コンクリート ２１－８－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
24 庄内 生コンクリート ２１－８－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
24 温海 生コンクリート ２１－８－４０　W/C≦60　普通 ｍ３
24 山形 生コンクリート ２１－８－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
24 寒河江 生コンクリート ２１－８－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
24 村山 生コンクリート ２１－８－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
24 新庄 生コンクリート ２１－８－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
24 米沢 生コンクリート ２１－８－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
24 長井 生コンクリート ２１－８－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
24 小国 生コンクリート ２１－８－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
24 庄内 生コンクリート ２１－８－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
24 温海 生コンクリート ２１－８－４０　W/C≦60　高炉 ｍ３
25 山形 生コンクリート ２１－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
25 寒河江 生コンクリート ２１－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
25 村山 生コンクリート ２１－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
25 新庄 生コンクリート ２１－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
25 米沢 生コンクリート ２１－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
25 長井 生コンクリート ２１－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
25 小国 生コンクリート ２１－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
25 庄内 生コンクリート ２１－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
25 温海 生コンクリート ２１－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
25 山形 生コンクリート ２１－８－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 寒河江 生コンクリート ２１－８－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 村山 生コンクリート ２１－８－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
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25 新庄 生コンクリート ２１－８－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 米沢 生コンクリート ２１－８－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 長井 生コンクリート ２１－８－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 小国 生コンクリート ２１－８－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 庄内 生コンクリート ２１－８－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 温海 生コンクリート ２１－８－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 山形 生コンクリート ２１－１２－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 寒河江 生コンクリート ２１－１２－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 村山 生コンクリート ２１－１２－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 新庄 生コンクリート ２１－１２－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 米沢 生コンクリート ２１－１２－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 長井 生コンクリート ２１－１２－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 小国 生コンクリート ２１－１２－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 庄内 生コンクリート ２１－１２－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 温海 生コンクリート ２１－１２－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 山形 生コンクリート ２１－８－２５　Ｃ≧330　W/C≦45　普通 ｍ３
25 寒河江 生コンクリート ２１－８－２５　Ｃ≧330　W/C≦45　普通 ｍ３
25 村山 生コンクリート ２１－８－２５　Ｃ≧330　W/C≦45　普通 ｍ３
25 米沢 生コンクリート ２１－８－２５　Ｃ≧330　W/C≦45　普通 ｍ３
25 長井 生コンクリート ２１－８－２５　Ｃ≧330　W/C≦45　普通 ｍ３
25 小国 生コンクリート ２１－８－２５　Ｃ≧330　W/C≦45　普通 ｍ３
25 庄内 生コンクリート ２１－８－２５　Ｃ≧330　W/C≦45　普通 ｍ３
25 温海 生コンクリート ２１－８－２５　Ｃ≧330　W/C≦45　普通 ｍ３
25 山形 生コンクリート ２１－８－２５　Ｃ≧330　W/C≦45　高炉 ｍ３
25 寒河江 生コンクリート ２１－８－２５　Ｃ≧330　W/C≦45　高炉 ｍ３
25 村山 生コンクリート ２１－８－２５　Ｃ≧330　W/C≦45　高炉 ｍ３
25 新庄 生コンクリート ２１－８－２５　Ｃ≧330　W/C≦45　高炉 ｍ３
25 米沢 生コンクリート ２１－８－２５　Ｃ≧330　W/C≦45　高炉 ｍ３
25 長井 生コンクリート ２１－８－２５　Ｃ≧330　W/C≦45　高炉 ｍ３
25 小国 生コンクリート ２１－８－２５　Ｃ≧330　W/C≦45　高炉 ｍ３
25 庄内 生コンクリート ２１－８－２５　Ｃ≧330　W/C≦45　高炉 ｍ３
25 温海 生コンクリート ２１－８－２５　Ｃ≧330　W/C≦45　高炉 ｍ３
25 庄内 生コンクリート ２１－１２－２５　Ｃ≧330　W/C≦45　高炉 ｍ３
25 温海 生コンクリート ２１－１２－２５　Ｃ≧330　W/C≦45　高炉 ｍ３
25 山形 生コンクリート ２４－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
25 寒河江 生コンクリート ２４－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
25 村山 生コンクリート ２４－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
25 新庄 生コンクリート ２４－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
25 米沢 生コンクリート ２４－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
25 長井 生コンクリート ２４－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
25 小国 生コンクリート ２４－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
25 庄内 生コンクリート ２４－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
25 温海 生コンクリート ２４－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
25 山形 生コンクリート ２４－８－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 寒河江 生コンクリート ２４－８－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 村山 生コンクリート ２４－８－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 新庄 生コンクリート ２４－８－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 米沢 生コンクリート ２４－８－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 長井 生コンクリート ２４－８－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 小国 生コンクリート ２４－８－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 庄内 生コンクリート ２４－８－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 温海 生コンクリート ２４－８－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 山形 生コンクリート ２４－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
25 寒河江 生コンクリート ２４－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
25 村山 生コンクリート ２４－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
25 新庄 生コンクリート ２４－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
25 米沢 生コンクリート ２４－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
25 長井 生コンクリート ２４－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
25 小国 生コンクリート ２４－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
25 庄内 生コンクリート ２４－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
25 温海 生コンクリート ２４－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
25 山形 生コンクリート ２４－１２－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 寒河江 生コンクリート ２４－１２－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 村山 生コンクリート ２４－１２－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 新庄 生コンクリート ２４－１２－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
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25 米沢 生コンクリート ２４－１２－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 長井 生コンクリート ２４－１２－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 小国 生コンクリート ２４－１２－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 庄内 生コンクリート ２４－１２－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
25 温海 生コンクリート ２４－１２－２５　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 山形 生コンクリート ２４－８－４０　W/C≦55　普通 ｍ３
26 寒河江 生コンクリート ２４－８－４０　W/C≦55　普通 ｍ３
26 村山 生コンクリート ２４－８－４０　W/C≦55　普通 ｍ３
26 新庄 生コンクリート ２４－８－４０　W/C≦55　普通 ｍ３
26 米沢 生コンクリート ２４－８－４０　W/C≦55　普通 ｍ３
26 長井 生コンクリート ２４－８－４０　W/C≦55　普通 ｍ３
26 小国 生コンクリート ２４－８－４０　W/C≦55　普通 ｍ３
26 庄内 生コンクリート ２４－８－４０　W/C≦55　普通 ｍ３
26 温海 生コンクリート ２４－８－４０　W/C≦55　普通 ｍ３
26 山形 生コンクリート ２４－８－４０　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 寒河江 生コンクリート ２４－８－４０　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 村山 生コンクリート ２４－８－４０　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 新庄 生コンクリート ２４－８－４０　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 米沢 生コンクリート ２４－８－４０　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 長井 生コンクリート ２４－８－４０　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 小国 生コンクリート ２４－８－４０　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 庄内 生コンクリート ２４－８－４０　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 温海 生コンクリート ２４－８－４０　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 山形 生コンクリート ２４－１２－４０　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 寒河江 生コンクリート ２４－１２－４０　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 村山 生コンクリート ２４－１２－４０　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 新庄 生コンクリート ２４－１２－４０　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 米沢 生コンクリート ２４－１２－４０　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 長井 生コンクリート ２４－１２－４０　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 小国 生コンクリート ２４－１２－４０　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 庄内 生コンクリート ２４－１２－４０　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 温海 生コンクリート ２４－１２－４０　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 山形 生コンクリート ２４－８－２５　Ｃ≧300　W/C≦55　普通 ｍ３
26 寒河江 生コンクリート ２４－８－２５　Ｃ≧300　W/C≦55　普通 ｍ３
26 村山 生コンクリート ２４－８－２５　Ｃ≧300　W/C≦55　普通 ｍ３
26 新庄 生コンクリート ２４－８－２５　Ｃ≧300　W/C≦55　普通 ｍ３
26 米沢 生コンクリート ２４－８－２５　Ｃ≧300　W/C≦55　普通 ｍ３
26 長井 生コンクリート ２４－８－２５　Ｃ≧300　W/C≦55　普通 ｍ３
26 小国 生コンクリート ２４－８－２５　Ｃ≧300　W/C≦55　普通 ｍ３
26 庄内 生コンクリート ２４－８－２５　Ｃ≧300　W/C≦55　普通 ｍ３
26 温海 生コンクリート ２４－８－２５　Ｃ≧300　W/C≦55　普通 ｍ３
26 山形 生コンクリート ２４－１２－２５　Ｃ≧300　W/C≦55　普通 ｍ３
26 寒河江 生コンクリート ２４－１２－２５　Ｃ≧300　W/C≦55　普通 ｍ３
26 村山 生コンクリート ２４－１２－２５　Ｃ≧300　W/C≦55　普通 ｍ３
26 新庄 生コンクリート ２４－１２－２５　Ｃ≧300　W/C≦55　普通 ｍ３
26 米沢 生コンクリート ２４－１２－２５　Ｃ≧300　W/C≦55　普通 ｍ３
26 長井 生コンクリート ２４－１２－２５　Ｃ≧300　W/C≦55　普通 ｍ３
26 小国 生コンクリート ２４－１２－２５　Ｃ≧300　W/C≦55　普通 ｍ３
26 庄内 生コンクリート ２４－１２－２５　Ｃ≧300　W/C≦55　普通 ｍ３
26 温海 生コンクリート ２４－１２－２５　Ｃ≧300　W/C≦55　普通 ｍ３
26 山形 生コンクリート ３０－１８－４０　Ｃ≧350　W/C≦55　普通 ｍ３
26 寒河江 生コンクリート ３０－１８－４０　Ｃ≧350　W/C≦55　普通 ｍ３
26 村山 生コンクリート ３０－１８－４０　Ｃ≧350　W/C≦55　普通 ｍ３
26 新庄 生コンクリート ３０－１８－４０　Ｃ≧350　W/C≦55　普通 ｍ３
26 米沢 生コンクリート ３０－１８－４０　Ｃ≧350　W/C≦55　普通 ｍ３
26 長井 生コンクリート ３０－１８－４０　Ｃ≧350　W/C≦55　普通 ｍ３
26 小国 生コンクリート ３０－１８－４０　Ｃ≧350　W/C≦55　普通 ｍ３
26 庄内 生コンクリート ３０－１８－４０　Ｃ≧350　W/C≦55　普通 ｍ３
26 温海 生コンクリート ３０－１８－４０　Ｃ≧350　W/C≦55　普通 ｍ３
26 山形 生コンクリート ３０－１８－４０　Ｃ≧350　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 寒河江 生コンクリート ３０－１８－４０　Ｃ≧350　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 村山 生コンクリート ３０－１８－４０　Ｃ≧350　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 米沢 生コンクリート ３０－１８－４０　Ｃ≧350　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 長井 生コンクリート ３０－１８－４０　Ｃ≧350　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 小国 生コンクリート ３０－１８－４０　Ｃ≧350　W/C≦55　高炉 ｍ３
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26 庄内 生コンクリート ３０－１８－４０　Ｃ≧350　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 温海 生コンクリート ３０－１８－４０　Ｃ≧350　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 山形 生コンクリート ３０－１８－２５　Ｃ≧350　W/C≦55　普通 ｍ３
26 寒河江 生コンクリート ３０－１８－２５　Ｃ≧350　W/C≦55　普通 ｍ３
26 村山 生コンクリート ３０－１８－２５　Ｃ≧350　W/C≦55　普通 ｍ３
26 新庄 生コンクリート ３０－１８－２５　Ｃ≧350　W/C≦55　普通 ｍ３
26 米沢 生コンクリート ３０－１８－２５　Ｃ≧350　W/C≦55　普通 ｍ３
26 長井 生コンクリート ３０－１８－２５　Ｃ≧350　W/C≦55　普通 ｍ３
26 小国 生コンクリート ３０－１８－２５　Ｃ≧350　W/C≦55　普通 ｍ３
26 庄内 生コンクリート ３０－１８－２５　Ｃ≧350　W/C≦55　普通 ｍ３
26 温海 生コンクリート ３０－１８－２５　Ｃ≧350　W/C≦55　普通 ｍ３
26 山形 生コンクリート ３０－１８－２５　Ｃ≧350　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 寒河江 生コンクリート ３０－１８－２５　Ｃ≧350　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 村山 生コンクリート ３０－１８－２５　Ｃ≧350　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 新庄 生コンクリート ３０－１８－２５　Ｃ≧350　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 米沢 生コンクリート ３０－１８－２５　Ｃ≧350　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 長井 生コンクリート ３０－１８－２５　Ｃ≧350　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 小国 生コンクリート ３０－１８－２５　Ｃ≧350　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 庄内 生コンクリート ３０－１８－２５　Ｃ≧350　W/C≦55　高炉 ｍ３
26 温海 生コンクリート ３０－１８－２５　Ｃ≧350　W/C≦55　高炉 ｍ３
27 山形 生コンクリート ３０－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 寒河江 生コンクリート ３０－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 村山 生コンクリート ３０－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 新庄 生コンクリート ３０－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 米沢 生コンクリート ３０－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 長井 生コンクリート ３０－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 小国 生コンクリート ３０－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 庄内 生コンクリート ３０－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 温海 生コンクリート ３０－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 寒河江 生コンクリート ３６－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 村山 生コンクリート ３６－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 新庄 生コンクリート ３６－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 米沢 生コンクリート ３６－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 長井 生コンクリート ３６－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 小国 生コンクリート ３６－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 庄内 生コンクリート ３６－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 温海 生コンクリート ３６－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 寒河江 生コンクリート ３６－１２－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
27 村山 生コンクリート ３６－１２－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
27 新庄 生コンクリート ３６－１２－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
27 米沢 生コンクリート ３６－１２－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
27 長井 生コンクリート ３６－１２－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
27 小国 生コンクリート ３６－１２－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
27 庄内 生コンクリート ３６－１２－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
27 温海 生コンクリート ３６－１２－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
27 山形 生コンクリート ３０－８－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
27 寒河江 生コンクリート ３０－８－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
27 村山 生コンクリート ３０－８－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
27 新庄 生コンクリート ３０－８－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
27 米沢 生コンクリート ３０－８－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
27 長井 生コンクリート ３０－８－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
27 小国 生コンクリート ３０－８－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
27 庄内 生コンクリート ３０－８－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
27 温海 生コンクリート ３０－８－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
27 山形 生コンクリート ３０－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 寒河江 生コンクリート ３０－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 村山 生コンクリート ３０－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 新庄 生コンクリート ３０－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 米沢 生コンクリート ３０－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 長井 生コンクリート ３０－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 小国 生コンクリート ３０－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 庄内 生コンクリート ３０－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 温海 生コンクリート ３０－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 山形 生コンクリート ３０－１２－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
27 寒河江 生コンクリート ３０－１２－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
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27 村山 生コンクリート ３０－１２－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
27 新庄 生コンクリート ３０－１２－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
27 米沢 生コンクリート ３０－１２－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
27 長井 生コンクリート ３０－１２－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
27 小国 生コンクリート ３０－１２－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
27 庄内 生コンクリート ３０－１２－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
27 温海 生コンクリート ３０－１２－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
27 山形 生コンクリート ３６－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 寒河江 生コンクリート ３６－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 村山 生コンクリート ３６－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 新庄 生コンクリート ３６－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 米沢 生コンクリート ３６－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 長井 生コンクリート ３６－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 小国 生コンクリート ３６－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 庄内 生コンクリート ３６－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
27 温海 生コンクリート ３６－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
28 山形 生コンクリート ３６－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
28 山形 生コンクリート ３６－１２－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
28 山形 生コンクリート ４０－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
28 寒河江 生コンクリート ４０－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
28 村山 生コンクリート ４０－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
28 新庄 生コンクリート ４０－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
28 米沢 生コンクリート ４０－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
28 長井 生コンクリート ４０－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
28 小国 生コンクリート ４０－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
28 庄内 生コンクリート ４０－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
28 温海 生コンクリート ４０－８－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
28 山形 生コンクリート ４０－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
28 寒河江 生コンクリート ４０－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
28 村山 生コンクリート ４０－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
28 新庄 生コンクリート ４０－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
28 米沢 生コンクリート ４０－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
28 長井 生コンクリート ４０－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
28 小国 生コンクリート ４０－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
28 庄内 生コンクリート ４０－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
28 温海 生コンクリート ４０－１２－２５　W/C≦55　普通 ｍ３
28 山形 生コンクリート ４０－１２－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
28 寒河江 生コンクリート ４０－１２－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
28 村山 生コンクリート ４０－１２－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
28 新庄 生コンクリート ４０－１２－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
28 米沢 生コンクリート ４０－１２－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
28 長井 生コンクリート ４０－１２－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
28 小国 生コンクリート ４０－１２－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
28 庄内 生コンクリート ４０－１２－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
28 温海 生コンクリート ４０－１２－２５　W/C≦55　早強 ｍ３
28 山形 生コンクリート 曲げ４.５－２.５－４０　W/C≦55　普通 ｍ３
28 寒河江 生コンクリート 曲げ４.５－２.５－４０　W/C≦55　普通 ｍ３
28 村山 生コンクリート 曲げ４.５－２.５－４０　W/C≦55　普通 ｍ３
28 新庄 生コンクリート 曲げ４.５－２.５－４０　W/C≦55　普通 ｍ３
28 米沢 生コンクリート 曲げ４.５－２.５－４０　W/C≦55　普通 ｍ３
28 長井 生コンクリート 曲げ４.５－２.５－４０　W/C≦55　普通 ｍ３
28 小国 生コンクリート 曲げ４.５－２.５－４０　W/C≦55　普通 ｍ３
28 庄内 生コンクリート 曲げ４.５－２.５－４０　W/C≦55　普通 ｍ３
28 山形 生コンクリート 曲げ４.５－２.５－４０　W/C≦55　高炉 ｍ３
28 寒河江 生コンクリート 曲げ４.５－２.５－４０　W/C≦55　高炉 ｍ３
28 村山 生コンクリート 曲げ４.５－２.５－４０　W/C≦55　高炉 ｍ３
28 新庄 生コンクリート 曲げ４.５－２.５－４０　W/C≦55　高炉 ｍ３
28 米沢 生コンクリート 曲げ４.５－２.５－４０　W/C≦55　高炉 ｍ３
28 長井 生コンクリート 曲げ４.５－２.５－４０　W/C≦55　高炉 ｍ３
28 小国 生コンクリート 曲げ４.５－２.５－４０　W/C≦55　高炉 ｍ３
28 庄内 生コンクリート 曲げ４.５－２.５－４０　W/C≦55　高炉 ｍ３
29 山形 コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３
29 寒河江 コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３
29 村山 コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３
29 新庄 コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３
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29 米沢 コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３
29 長井 コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３
29 小国 コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３
29 庄内 コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３
29 温海 コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３
29 新庄 コンクリート用骨材 砂利２５ｍｍ（洗い） ｍ３
29 米沢 コンクリート用骨材 砂利２５ｍｍ（洗い） ｍ３
29 長井 コンクリート用骨材 砂利２５ｍｍ（洗い） ｍ３
29 小国 コンクリート用骨材 砂利２５ｍｍ（洗い） ｍ３
29 庄内 コンクリート用骨材 砂利２５ｍｍ（洗い） ｍ３
29 温海 コンクリート用骨材 砂利２５ｍｍ（洗い） ｍ３
29 新庄 コンクリート用骨材 砂利４０ｍｍ（洗い） ｍ３
29 米沢 コンクリート用骨材 砂利４０ｍｍ（洗い） ｍ３
29 長井 コンクリート用骨材 砂利４０ｍｍ（洗い） ｍ３
29 小国 コンクリート用骨材 砂利４０ｍｍ（洗い） ｍ３
29 庄内 コンクリート用骨材 砂利４０ｍｍ（洗い） ｍ３
29 温海 コンクリート用骨材 砂利４０ｍｍ（洗い） ｍ３
29 山形 コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３
29 寒河江 コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３
29 村山 コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３
29 新庄 コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３
29 米沢 コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３
29 庄内 コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３
29 山形 コンクリート用骨材 砕石４０－２０ｍｍ ｍ３
29 寒河江 コンクリート用骨材 砕石４０－２０ｍｍ ｍ３
29 村山 コンクリート用骨材 砕石４０－２０ｍｍ ｍ３
29 新庄 コンクリート用骨材 砕石４０－２０ｍｍ ｍ３
29 米沢 コンクリート用骨材 砕石４０－２０ｍｍ ｍ３
29 庄内 コンクリート用骨材 砕石４０－２０ｍｍ ｍ３
29 山形 コンクリート吹付用砕石 砕石１５－５ｍｍ ｍ３
29 寒河江 コンクリート吹付用砕石 砕石１５－５ｍｍ ｍ３
29 村山 コンクリート吹付用砕石 砕石１５－５ｍｍ ｍ３
29 米沢 コンクリート吹付用砕石 砕石１５－５ｍｍ ｍ３
29 新庄 クラッシャラン Ｃ－２５ ｍ３
29 山形 クラッシャラン Ｃ－４０ ｍ３
29 寒河江 クラッシャラン Ｃ－４０ ｍ３
29 村山 クラッシャラン Ｃ－４０ ｍ３
29 新庄 クラッシャラン Ｃ－４０ ｍ３
29 米沢 クラッシャラン Ｃ－４０ ｍ３
29 長井 クラッシャラン Ｃ－４０ ｍ３
29 小国 クラッシャラン Ｃ－４０ ｍ３
29 庄内 クラッシャラン Ｃ－４０ ｍ３
29 温海 クラッシャラン Ｃ－４０ ｍ３
30 山形 粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３
30 寒河江 粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３
30 村山 粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３
30 新庄 粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３
30 米沢 粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３
30 長井 粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３
30 小国 粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３
30 庄内 粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３
30 温海 粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３
30 山形 単粒度砕石 ５号２０－１３ｍｍ ｍ３
30 寒河江 単粒度砕石 ５号２０－１３ｍｍ ｍ３
30 村山 単粒度砕石 ５号２０－１３ｍｍ ｍ３
30 新庄 単粒度砕石 ５号２０－１３ｍｍ ｍ３
30 米沢 単粒度砕石 ５号２０－１３ｍｍ ｍ３
30 長井 単粒度砕石 ５号２０－１３ｍｍ ｍ３
30 庄内 単粒度砕石 ５号２０－１３ｍｍ ｍ３
30 温海 単粒度砕石 ５号２０－１３ｍｍ ｍ３
30 山形 単粒度砕石 ６号１３－５ｍｍ ｍ３
30 寒河江 単粒度砕石 ６号１３－５ｍｍ ｍ３
30 村山 単粒度砕石 ６号１３－５ｍｍ ｍ３
30 新庄 単粒度砕石 ６号１３－５ｍｍ ｍ３
30 米沢 単粒度砕石 ６号１３－５ｍｍ ｍ３
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30 長井 単粒度砕石 ６号１３－５ｍｍ ｍ３
30 庄内 単粒度砕石 ６号１３－５ｍｍ ｍ３
30 温海 単粒度砕石 ６号１３－５ｍｍ ｍ３
30 山形 単粒度砕石 ７号５－２．５ｍｍ ｍ３
30 寒河江 単粒度砕石 ７号５－２．５ｍｍ ｍ３
30 村山 単粒度砕石 ７号５－２．５ｍｍ ｍ３
30 新庄 単粒度砕石 ７号５－２．５ｍｍ ｍ３
30 米沢 単粒度砕石 ７号５－２．５ｍｍ ｍ３
30 長井 単粒度砕石 ７号５－２．５ｍｍ ｍ３
30 庄内 単粒度砕石 ７号５－２．５ｍｍ ｍ３
30 温海 単粒度砕石 ７号５－２．５ｍｍ ｍ３
30 山形 割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３
30 寒河江 割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３
30 村山 割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３
30 新庄 割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３
30 長井 割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３
30 山形 割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３
30 寒河江 割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３
30 村山 割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３
30 新庄 割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３
30 長井 割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３
31 山形 埋戻し用材 不洗の山砂など ｍ３
31 寒河江 埋戻し用材 不洗の山砂など ｍ３
31 村山 埋戻し用材 不洗の山砂など ｍ３
31 新庄 埋戻し用材 不洗の山砂など ｍ３
31 米沢 埋戻し用材 不洗の山砂など ｍ３
31 長井 埋戻し用材 不洗の山砂など ｍ３
31 庄内 埋戻し用材 不洗の山砂など ｍ３
32 山形 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ ｍ３
32 寒河江 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ ｍ３
32 村山 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ ｍ３
32 新庄 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ ｍ３
32 米沢 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ ｍ３
32 長井 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ ｍ３
32 小国 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ ｍ３
32 庄内 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ ｍ３
32 温海 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ ｍ３
37 山形 アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ
37 寒河江 アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ
37 村山 アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ
37 新庄 アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ
37 米沢 アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ
37 長井 アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ
37 小国 アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ
37 庄内 アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ
37 温海 アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ
37 山形 アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ
37 寒河江 アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ
37 村山 アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ
37 新庄 アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ
37 米沢 アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ
37 長井 アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ
37 小国 アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ
37 庄内 アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ
37 温海 アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ
37 山形 アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３）Ⅱ型 ｔ
37 寒河江 アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３）Ⅱ型 ｔ
37 村山 アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３）Ⅱ型 ｔ
37 新庄 アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３）Ⅱ型 ｔ
37 米沢 アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３）Ⅱ型 ｔ
37 長井 アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３）Ⅱ型 ｔ
37 小国 アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３）Ⅱ型 ｔ
37 庄内 アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３）Ⅱ型 ｔ
37 温海 アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３）Ⅱ型 ｔ
37 山形 アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ

8 / 11 ページ



令和４年8月１日改定 臨時改定対象単価一覧表 公表用

頁 地区名 名称 規格１ 規格２ 単位

37 寒河江 アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ
37 村山 アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ
37 新庄 アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ
37 米沢 アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ
37 長井 アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ
37 小国 アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ
37 庄内 アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ
37 温海 アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ
37 山形 アスファルト混合物 密粒度（１３Ｆ） ｔ
37 寒河江 アスファルト混合物 密粒度（１３Ｆ） ｔ
37 村山 アスファルト混合物 密粒度（１３Ｆ） ｔ
37 新庄 アスファルト混合物 密粒度（１３Ｆ） ｔ
37 米沢 アスファルト混合物 密粒度（１３Ｆ） ｔ
37 長井 アスファルト混合物 密粒度（１３Ｆ） ｔ
37 小国 アスファルト混合物 密粒度（１３Ｆ） ｔ
37 庄内 アスファルト混合物 密粒度（１３Ｆ） ｔ
37 温海 アスファルト混合物 密粒度（１３Ｆ） ｔ
37 山形 アスファルト混合物 密粒度（２０Ｆ） ｔ
37 寒河江 アスファルト混合物 密粒度（２０Ｆ） ｔ
37 村山 アスファルト混合物 密粒度（２０Ｆ） ｔ
37 新庄 アスファルト混合物 密粒度（２０Ｆ） ｔ
37 米沢 アスファルト混合物 密粒度（２０Ｆ） ｔ
37 長井 アスファルト混合物 密粒度（２０Ｆ） ｔ
37 小国 アスファルト混合物 密粒度（２０Ｆ） ｔ
37 庄内 アスファルト混合物 密粒度（２０Ｆ） ｔ
37 温海 アスファルト混合物 密粒度（２０Ｆ） ｔ
37 山形 アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３Ｆ）Ⅱ型 ｔ
37 寒河江 アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３Ｆ）Ⅱ型 ｔ
37 村山 アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３Ｆ）Ⅱ型 ｔ
37 新庄 アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３Ｆ）Ⅱ型 ｔ
37 米沢 アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３Ｆ）Ⅱ型 ｔ
37 長井 アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３Ｆ）Ⅱ型 ｔ
37 小国 アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３Ｆ）Ⅱ型 ｔ
37 庄内 アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３Ｆ）Ⅱ型 ｔ
37 温海 アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３Ｆ）Ⅱ型 ｔ
38 山形 アスファルト混合物 アスファルト安定処理（２０） ｔ
38 寒河江 アスファルト混合物 アスファルト安定処理（２０） ｔ
38 村山 アスファルト混合物 アスファルト安定処理（２０） ｔ
38 新庄 アスファルト混合物 アスファルト安定処理（２０） ｔ
38 米沢 アスファルト混合物 アスファルト安定処理（２０） ｔ
38 長井 アスファルト混合物 アスファルト安定処理（２０） ｔ
38 小国 アスファルト混合物 アスファルト安定処理（２０） ｔ
38 庄内 アスファルト混合物 アスファルト安定処理（２０） ｔ
38 温海 アスファルト混合物 アスファルト安定処理（２０） ｔ
38 山形 アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） 空隙率２０％程度 ｔ
38 寒河江 アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） 空隙率２０％程度 ｔ
38 村山 アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） 空隙率２０％程度 ｔ
38 新庄 アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） 空隙率２０％程度 ｔ
38 米沢 アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） 空隙率２０％程度 ｔ
38 長井 アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） 空隙率２０％程度 ｔ
38 庄内 アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） 空隙率２０％程度 ｔ
38 温海 アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） 空隙率２０％程度 ｔ
38 山形 アスファルト混合物 ポーラスアスコン（１３） 空隙率１７％程度 ｔ
38 寒河江 アスファルト混合物 ポーラスアスコン（１３） 空隙率１７％程度 ｔ
38 村山 アスファルト混合物 ポーラスアスコン（１３） 空隙率１７％程度 ｔ
38 新庄 アスファルト混合物 ポーラスアスコン（１３） 空隙率１７％程度 ｔ
38 米沢 アスファルト混合物 ポーラスアスコン（１３） 空隙率１７％程度 ｔ
38 長井 アスファルト混合物 ポーラスアスコン（１３） 空隙率１７％程度 ｔ
38 庄内 アスファルト混合物 ポーラスアスコン（１３） 空隙率１７％程度 ｔ
38 温海 アスファルト混合物 ポーラスアスコン（１３） 空隙率１７％程度 ｔ
39 山形 再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ
39 寒河江 再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ
39 村山 再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ
39 新庄 再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ
39 米沢 再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ
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39 長井 再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ
39 小国 再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ
39 庄内 再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ
39 温海 再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ
39 山形 再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ
39 寒河江 再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ
39 村山 再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ
39 新庄 再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ
39 米沢 再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ
39 長井 再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ
39 小国 再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ
39 庄内 再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ
39 温海 再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ
39 山形 再生アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ
39 寒河江 再生アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ
39 村山 再生アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ
39 新庄 再生アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ
39 米沢 再生アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ
39 長井 再生アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ
39 小国 再生アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ
39 庄内 再生アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ
39 温海 再生アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ
39 山形 再生アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３Ｆ） ｔ
39 寒河江 再生アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３Ｆ） ｔ
39 村山 再生アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３Ｆ） ｔ
39 新庄 再生アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３Ｆ） ｔ
39 米沢 再生アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３Ｆ） ｔ
39 長井 再生アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３Ｆ） ｔ
39 小国 再生アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３Ｆ） ｔ
39 庄内 再生アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３Ｆ） ｔ
39 温海 再生アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３Ｆ） ｔ
39 山形 再生アスファルト混合物 密粒度アスコン（２０Ｆ） ｔ
39 寒河江 再生アスファルト混合物 密粒度アスコン（２０Ｆ） ｔ
39 村山 再生アスファルト混合物 密粒度アスコン（２０Ｆ） ｔ
39 新庄 再生アスファルト混合物 密粒度アスコン（２０Ｆ） ｔ
39 米沢 再生アスファルト混合物 密粒度アスコン（２０Ｆ） ｔ
39 長井 再生アスファルト混合物 密粒度アスコン（２０Ｆ） ｔ
39 小国 再生アスファルト混合物 密粒度アスコン（２０Ｆ） ｔ
39 庄内 再生アスファルト混合物 密粒度アスコン（２０Ｆ） ｔ
39 温海 再生アスファルト混合物 密粒度アスコン（２０Ｆ） ｔ
39 山形 再生アスファルト混合物 アスファルト安定処理（２０） ｔ
39 寒河江 再生アスファルト混合物 アスファルト安定処理（２０） ｔ
39 村山 再生アスファルト混合物 アスファルト安定処理（２０） ｔ
39 新庄 再生アスファルト混合物 アスファルト安定処理（２０） ｔ
39 米沢 再生アスファルト混合物 アスファルト安定処理（２０） ｔ
39 長井 再生アスファルト混合物 アスファルト安定処理（２０） ｔ
39 小国 再生アスファルト混合物 アスファルト安定処理（２０） ｔ
39 庄内 再生アスファルト混合物 アスファルト安定処理（２０） ｔ
39 温海 再生アスファルト混合物 アスファルト安定処理（２０） ｔ
39 山形 再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ
39 寒河江 再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ
39 村山 再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ
39 新庄 再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ
39 米沢 再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ
39 長井 再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ
39 小国 再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ
39 庄内 再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ
39 温海 再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ
40 全県 アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用 Ｌ
40 全県 アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用 Ｌ
40 全県 アスファルト乳剤 PKM-T(タイヤ付着抑制型) L
40 全県 アスファルト乳剤 ＭＫ１～３（カチオン系混合用） ｋＬ
40 全県 アスファルト乳剤 ＭＮ－１（セメント混合用） ｔ
86 全県 異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１０ ｔ
86 全県 異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３ ｔ
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86 全県 異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６ ｔ
86 全県 異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１９ ｔ
86 全県 異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ２２ ｔ
86 全県 異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ２５ ｔ
86 全県 異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ２９ ｔ
86 全県 異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ３２ ｔ

103 全県 スクラップ費 特級A 山形単価 ｔ
103 全県 スクラップ費 特級B 山形単価 ｔ
106 全県 ガソリン レギュラー　スタンド Ｌ
106 全県 灯油 白灯油　業務用 Ｌ
106 全県 軽油 １．２号 Ｌ
106 全県 軽油 １．２号（船舶用） Ｌ
106 全県 混合油 混合比　１：２０ Ｌ
119 全県 鋼板（中板）　（販売） 無規格　３．０以上 ｔ
119 全県 鋼板（厚板）　（販売） 無規格　１２≦ｔ≦２５ ｔ
119 全県 Ｈ形鋼（販売）　Ｇ３１９２ 無規格　広幅３００以下 ｔ
119 全県 Ｈ形鋼（販売）　Ｇ３１９２ 無規格　広幅３５０ ｔ
119 全県 Ｈ形鋼（販売）　Ｇ３１９２ 無規格　広幅４００ ｔ
119 全県 等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ ９×７５×７５ ｔ
119 全県 等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ １０×９０×９０ ｔ
119 全県 等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ １０×１００×１００ ｔ
119 全県 等辺山形鋼（大形）　ＳＳ４００ ９×１３０×１３０ ｔ
119 全県 等辺山形鋼（大形）　ＳＳ４００ １２×１３０×１３０ ｔ
119 全県 等辺山形鋼（大形）　ＳＳ４００ １２×１５０×１５０ ｔ
119 全県 等辺山形鋼（大形）　ＳＳ４００ １５×１５０×１５０ ｔ
119 全県 不等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４０ ７×１００×７５ ｔ
119 全県 不等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４０ １０×１００×７５ ｔ
119 全県 不等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４０ ７×１２５×７５ ｔ
119 全県 不等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４０ １０×１２５×７５ ｔ
119 全県 溝形鋼（大形）　ＳＳ４００ ９×２５０×９０ ｔ
119 全県 溝形鋼（大形）　ＳＳ４００ ９×３００×９０ ｔ
119 全県 溝形鋼（大形）　ＳＳ４００ １０×３００×９０ ｔ
119 全県 溝形鋼（大形）　ＳＳ４００ １３×３８０×１００ ｔ
120 全県 平鋼　ＳＳ４００ ６×３２～４４ ｔ
120 全県 平鋼　ＳＳ４００ ６×５０ ｔ
120 全県 平鋼　ＳＳ４００ ６×９０～１００ ｔ
120 全県 平鋼　ＳＳ４００ ６×１２５ ｔ
120 全県 平鋼　ＳＳ４００ ９×２５ ｔ
120 全県 平鋼　ＳＳ４００ ９×３２～４４ ｔ
120 全県 平鋼　ＳＳ４００ ９×５０ ｔ
120 全県 平鋼　ＳＳ４００ ９×９０～１００ ｔ
121 全県 スクラップ 鉄　ヘビー　Ｈ１ ｔ
121 全県 スクラップ ステンレス　新断　１８Ｃｒ ｋｇ
122 全県 構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４０ ４．５×１００×１００ ｔ
122 全県 構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４０ ６．０×１００×１００ ｔ
122 全県 構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４０ ３．２×７５×４５ ｔ
122 全県 構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４０ ３．２×７５×７５ ｔ
122 全県 構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４０ ３．２×１２５×７５ ｔ
122 全県 構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４０ ４．５×１５０×１００ ｔ
122 全県 棒鋼 ＳＤ２９５Ａ　Ｄ１６～２２ ｔ
122 全県 棒鋼 ＳＳ４００　径１３ ｔ
122 全県 棒鋼 ＳＳ４００　径１６～２２ ｔ
122 全県 ステンレス丸棒 ＳＵＳ３０４　径１０．０ ｋｇ
122 全県 ステンレス丸棒 ＳＵＳ３０４　径１６．０ ｋｇ
124 全県 ステンレス板 ＳＵＳ３０４　ｔ＝１ ｔ
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